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５－２ 地域公共交通の活性化及び再生の基本方針 

 

５－２－１ 課題とニーズの整理 

本町における生活交通の課題や生活交通ニーズを整理します。 

 

【川俣町の生活交通の課題】 

１ 交通利便性の地域格差の是正 

(1) 平坦な市街地と中山間地域との交通利便性格差の是正 

(2) 自家用車に頼らざるを得ない状況の改善 

２ 利用実態に応じた生活交通 

(3) 生活交通を必要とする中高生と高齢者の利便性に配慮 

(4) 急速な人口減少や高齢化に対応した交通サービス 

(5) 通学需要の減少に対応した交通サービス 

(6) 町内外への通学の移動手段の確保 

(7) 日常の買物の移動手段としての交通サービスの確保 

(8) 主要な施設への移動手段の確保と施設の有効活用 

(9) 家族送迎の負担の軽減 

３ 効率的な生活交通 

 (10) 利用者の急速な減少により、従来の路線バスを維持することは困難 

 (11) 急速に増加する行政負担を抑制する効率的な交通サービス 

 (12) 日中の利用者の少ない時間帯の効率的な交通サービス 

 (13) スクールバスの有効活用 

 
【川俣町の生活交通ニーズ】 

１ 自家用車と同等に「好きな時に好きな場所に行ける」交通手段 

(1) 「バス停が遠い」「直接行けない」などの移動の問題の解消 

(2) 高齢者はタクシーの利便性を高く評価 

(3) 高齢者の通院などにタクシーは利用性のよい交通手段 

２ 安価に利用できる効率的な生活交通 

(4) 「安価な運賃」と「バス路線から離れた地域の交通手段の確保」 

(5) 費用縮減も不可欠 

３ 地域で支える生活交通 

(6) 生活交通の利用促進 

(7) 魅力的な地域づくり・まちづくり 
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（１）交通利便性の地域格差を是正することが必要です。 

 幹線道路から離れた地域は交通空白（不便）地帯となっており、自家用車や送迎者

がないと生活に支障がある状況であり、誰もが暮らしやすい町とするためには、こ

のような交通空白（不便）地帯の解消が必要です。 

 

（２）利用実態に応じた路線バスの再編が必要です。 

 川俣町の地理的特性から、路線バスによるサービスだけで様々なニーズに対応する

ことは困難になっているため、路線バスが担うべき役割を明確にしつつ、利用実態

に応じた路線バスの廃止・減便や運行ダイヤ・ルートの見直しが必要です。 

 
（３）路線バスと新たな交通を組み合わせた効率的な交通システムが求められています。 

 路線バスでは対応できないニーズに対応するため、抜本的な対策及び新たな交通サ

ービスが必要です。 
 路線バスのほか、タクシー、福祉タクシー、スクールバスなどの交通を有機的に連

携（ネットワーク）した地域の実情に応じた交通システムを構築する必要がありま

す。 
 高齢者と学生、あるいは歩行困難な高齢者と健常者とでは移動目的・ニーズも異な

るため、利用者特性に応じたサービスとする必要があります。 

 
（４）持続可能な交通システムの構築が必要です。 

 路線バスを維持するため行政負担が右肩上がりで増加しているため、この行政負担

の増加に歯止めをかけ、持続可能な生活交通システムとすることが必要です。 

 生活交通の抱える悪循環（利用者の減少→減便などの利便性の低下→自家用車等へ

の転換→さらなる利用者の減少→行政負担の増加）から脱却することが不可欠です。 

 運行主体や利用者はもとより、町民や地域、事業者と連携、協働することによって

地域全体で生活交通を維持していけるような仕組みづくりが求められています。 

 
（５）生活交通を維持していくための利用促進の取り組みが必要です。 

 永続的に維持すべき路線については、バスの利便性向上を図ることが重要な課題で

す。バス待ちや乗り換えに抵抗を感じる人の不満を解消していくことも必要です。 

 移動制約者の外出機会を増やすことなど、潜在需要の開拓が必要です。 

 自動車を運転できる人や家族送迎で不自由なく移動できる人も、地域の生活交通を

維持していくことに真剣に取り組む意識改革も必要です。 
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（６）魅力的な地域づくり・まちづくりを並行して進めていくことが必要です。 

 行ってみたくなるまちづくりも重要な課題です。そのため、魅力的な市街地、地域

を創出していくまちづくり・地域づくりにも取り組んでいく必要があります。 
 地域コミュニティの充実は重要な課題のひとつです。バス待ち時間を共有でき、コ

ミュニケーションの場となるようなバス待ち環境を整えていくことも必要です。 
 生活交通だけに頼るのではなく、新たな物流システム、医療システムなどの施策と

組み合わせて暮らしやすい川俣町を創出していく必要があります。 
 
 
 
 

連携・協働

従来の生活交通の問題

利用者
の減少

バス事業
経営悪化

行政負担

の増加

減便・廃止

利便性悪化

これからの生活交通のあり方

町民
（ ） 利用者 

行政
（ ） 支援 

事業者
（ ） 運行 

地域
（ ） 支援 

悪循環

【 】 新しい生活交通システム 

自治体バス

（ ）デマンド型交通 乗合タクシー 

・移動制約者の生活交通を確保

・地域の協働による運営

、・人が元気 地域が元気なまち

自動車保有が低かった時代のシステ

。ムでは現在の時代に対応できない 

（ ） 、公共交通空白 不便 地帯があり 

。今後の安定した生活に危機 

 
 

 

【従来の生活交通とこれからの生活交通】 
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５－２－２ 基本方針 
本町の生活交通の課題を踏まえ、基本方針を以下のとおり定めます。 

 

1.路線バスの再編とあわせて新たな交通システムを導入し、 

川俣町に合った持続可能な生活交通体系を構築していく。 

（通学は路線バス、高齢者の移動は新たな交通システムを導入） 

 

高齢者や中高生など誰もが利用しやすい利便性の高い生活交通の構築が必要です。 

高齢者（主に通院や買物）と中高生（通学）のニーズに対応し、かつ、交通空白（不便）

地帯を解消していくためには、現行の路線バスだけで対応することは困難であるため、既

存の交通システムを有効活用した新たな交通システムの導入が必要です。 

また、厳しい財政状況の下では限られた財源を効率的に運用する必要があるため、路線

バスの利用実態にあった廃止・減便も検討する必要があります。 

これらのことを踏まえ、利用実態に応じた路線バスの再編、すなわち、運行ルートやダ

イヤの見直しによる利便性の向上や廃止・減便による運行経費の削減を総合的に検討し、

削減した財源でもって新たな交通システムを導入することとします。 

路線バスの再編と新たな交通システムの導入を効率的かつ効果的に行い、川俣町に合っ

た持続可能な生活交通体系を構築していくものとします。 

町内や町外から川俣高校等への通学は、輸送力の大きい路線バスで対応する一方、利用

者数が少ない路線や日中の利用者が少ない時間帯は路線の廃止や減便を行い、廃止や減便

により損なわれる移動利便性の補完措置として、主に高齢者の通院や買物の移動手段とし

て、自宅から目的地まで送迎できるような新たな交通システムを導入していきます。 

なお、少子化により、路線バスの学生利用の減少が予想されますが、利用状況を的確に

把握しながら、運送車両の小型化など適切な対応に努めるものとします。 

 

 

2. 町民協働で生活交通を支える仕組みを構築していく。 

（地域による持続可能なシステム、利用促進方策を検討） 

 

行政負担を抑制し、持続可能な生活交通システムとすることが必要です。 

そのためには、運行主体や利用者はもとより、町民や地域、事業者と連携、協働するこ

とによって地域全体で生活交通を維持していけるような仕組みづくりを検討するとともに、

生活交通の利用促進方策に積極的に取り組んでいきます。 

また、魅力的な市街地、地域を創出していく地域づくり・まちづくりにも取り組んでい

く必要があります。交流人口の拡大、地域コミュニティの充実など、暮らしやすい川俣町

を創出していきます。 
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５－２－３ 推進方策 

 
川俣町に合った持続可能な生活交通体系を構築するため、２つの重点施策について早急

かつ重点的に取り組むとともに、それを推進するため、地域の協働による持続可能なシス

テムの構築についても総合的かつ複合的に検討を進めていきます。 
 
 

施策体系 

   
1.現行路線バスの再編 

※ 短期計画（重点施策） 新たな生活交通体系の構築 

→ 

 

→ 2.新たな交通システムの構築 

  ※ 短期計画（重点施策） 

3.持続可能なシステムづくり 

 

→ 

 

→ 4.生活交通の利用促進の取り組み 

  

→ 5.まちづくり・地域づくり 

  

町民協働による 

生活交通を支える仕組みの構築 

→ 6.コミュニティの場・バスステーション 
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【１】利便性向上のための路線バスの再編 

路線バスは、利用状況等を勘案し、通学などのまとまった利用ニーズに合わせたダイヤ・

ルートの再編を図り、効果的かつ効率的な運行を行います。 
沿線地域住民の合意形成を図りながら、事業者や関係市町村等と連携・調整を行い、利

用実態に応じた統廃合の検討を進めていきます。 
 

施策メニュー 

● バス路線の廃止・減便（運行経費削減） 

各路線や地域の特性を加味しながら、必要に応じてバス路線の廃止（他の手段への

代替）や減便（他の手段での補完）を検討していきます。 

特に広域バスの見直しにあたっては、関係市町村、バス事業者との調整を早急に実

施し、順次、再編を進めていくことを検討します。 

● 運行ルート・ダイヤの見直し 

通学などに利用されている維持すべき路線については、利便性を高めるためのルー

トやダイヤの見直しを検討していきます。 

 
 
【２】新たな交通システムの構築（デマンド型乗合タクシーの導入） 

町民のニーズに対応したきめ細かなサービスを行うため、バスやタクシー（福祉タクシ

ーを含む）などの既存の交通に加え、デマンド型交通などの新たな交通システムを有機的

に組み合わせ、川俣町の特性に合った交通システムを構築していきます。 
朝夕の通学はバス、昼間の買物などはデマンド型交通、歩行困難な高齢者の通院は福祉

タクシーなど、それぞれの交通が役割分担、連携する仕組みを構築していきます。 

施策メニュー 

● 新たな交通システムの導入 

幹線道路から離れた集落においても、自宅（周辺）から目的地まで送迎できるデマ

ンド型交通（乗合タクシー）の導入を検討します。県内での導入実績等を参考にし

ながら川俣町にふさわしいシステムを検討していきます。 

なお、ニーズを探り、細かな課題を発見、改善しながら実用性の高いシステムとし

ていくため、導入にあたっての実証実験を行います。 

● 既存交通システムの有効活用 

要介護者は、バスなどでの移動が困難なことから、福祉タクシーなどは専門的な移

動手段として有効に活用します。 

また、スクールバスについては、運行ルートが路線バスと一部または全部が重複し

ているため、路線バスとの競合を避けるため一般混乗を実施していませんが、今後

の路線バスの再編や生徒数の減少なども視野に入れながら、将来的には有効活用を

検討していくこととします。 
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【３】持続可能なシステムづくり 

利用しやすい料金体系とするため、新たな交通システムの効率的な運営について検討・

調整を進めます。 
また、様々な組織との協働・連携強化、交通事業主体としての新たな団体の創設などに

ついても検討していきます。 
 
【４】生活交通の利用促進の取り組み 

一般の町民の生活交通に対する意識啓発を継続し、理解を得るとともに利用促進を図っ

ていきます。 
また、バスの乗り継ぎが必要となってしまう場合など、快適にバス待ちができるような

待合い場を確保していくことも利用促進につながるものと考えます。公民館や空き店舗な

どを活用し、地域の人々が集まる交流の場ともなるようなバスステーションを必要に応じ

て整備することを検討します。 

 
【５】まちづくり・地域づくり 

魅力的なまち・地域をつくり、町民の外出機会を増やすとともに交流人口の拡大に向け

て、町民や自治会、商工会などの多くの組織が連携し、生活交通を有効に活用できるよう

な仕掛けを展開していきます。 
 
【６】コミュニティの場・バスステーション 

中央公民館、「絹蔵」、「道の駅」などの施設を活用し、快適にバスや乗合タクシーを待つ

ことができるとともに、地域コミュニティづくりの場（交流の場）となるバスステーショ

ンの創出を検討していきます。 
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【１．現行路線バスの再編】 

● バス路線の廃止・減便（運行経費削減） 
● 運行ルート・ダイヤの見直し（利便性向上） 

路線バスの再編とあわせて新たな交通システムを導入し、川俣町に合った持続可能な生活交通体系を構築していきます。 

【新たな交通システムの導入】 
● デマンド型交通 
(自宅(周辺)～目的地まで送迎) 

生活交通計画の目標 ＝ １．生活交通空白（不便）地帯の解消  ２．行政運営の効率化 

（移動の利便性向上、移動制約者の外出機会の増加、高齢者の免許返納の促進、家族等の送迎の負担の低減、長期的に町の行政負担の抑制） 

要介護者は、

バスなどでの

移動が困難な

ことから、福

祉タクシーな

どの専門的な

移動手段とし

ます。 

通学や課外活動等

に使用されている

ため空き時間の定

期的活用困難です

が、長期的に混乗

や空き時間活用を

検討していきま

す。 

川俣町生活交通計画の体系 

【５．まちづくり・地域づくり】 

中心市街地や商店街の魅力を高めることで、みん

なが行きたくなるまちづくり（魅力ある商店や商

品の開発・イベント開催など）を展開します。 
また、地域の自然環境や歴史文化資源を活用した

り、自治会などが主催するイベントなどによっ

て、交流人口の拡大を目指します。 

広域バス 町内バス 

【６．コミュニティの場・バスステーション】 

快適にバス待ちができるとともに地域コミュニ

ティづくりの場となるバスステーション創出を

検討します。（例：中央公民館、絹蔵、道の駅な

ど） 

短期計画 

【既存システムの有効活用】 
● タクシー・福祉タクシー 
● スクールバスの有効活用 

 
タクシー事業者との連携のもと、利用

者ニーズに対応し、幹線道路から離れ

た集落でも利用でき、自宅から目的地

まで送迎できるサービスの導入を検討

します。 

スクールバス 福祉タクシー 

中長期的取り組み 

利用状況などから、効率的な移動手段となるようにバス路線の

廃止（他の手段への代替）や減便（他の手段での補完）を行い

ます。また、利便性向上のためルートやダイヤの見直しを図り

ます。ただし、広域バスの見直しには、関係市町村、バス事業

者との調整が必要であることから、順次検討・調整を進めてい

きます。 

調整容易 関係市町村等と調整必要 

中長期的取り組み 

【２．交通システムの構築】 

新たな生活交通体系の構築 町民協働による生活交通を支える仕組みの構築 

【３．持続可能なシステムづくり】 

● 交通事業者や町、商工会などの様々な組織が協働・連携 
【４．生活交通の利用促進の取り組み】 

● 町民の意識啓発、生活交通への愛着を醸成する取り組みを継続的に実施 

町民協働による生活交通を支える仕組みの構築 

 (1) 平坦な市街地と中山間地域との交通利便性格差の是正 

 (2) 自家用車に頼らざるを得ない状況の改善 

 (3) 生活交通を必要とする中高生と高齢者の利便性に配慮 

 (4) 急速な人口減少や高齢化に対応した交通サービス 

 (5) 通学需要の減少に対応した交通サービス 

 (6) 町内外への通学の移動手段の確保 

 (7) 日常の買物の移動手段としての交通サービスの確保 

 (8) 主要な施設への移動手段の確保と施設の有効活用 

 (9) 家族送迎の負担の軽減 

(10) 利用者の急速な減少により、従来の路線バスを維持することは困難 

(11) 急速に増加する行政負担を抑制する効率的な交通サービス 

(12) 日中の利用者が少ない時間帯の効率的な交通サービス 

(13) スクールバスの有効活用 

(1) 「バス停が遠い」「直接行けない」などの移動の問題の解消 

(2) 高齢者はタクシーの利便性を高く評価 

(3) 高齢者の通院などにタクシーは利用性のよい交通手段 

(4) 「安価な運賃」と「バス路線から離れた地域の交通手段の確保」 

(5) 費用縮減も不可欠 

(6) 生活交通の利用促進 

(7) 魅力的な地域づくり・まちづくり 

【川俣町の生活交通の課題】 

【川俣町の生活交通ニーズ】 
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５－３ 生活交通計画の目標 
 

人が元気、地域が元気なまちをつくるためには、“町民の暮らしやすさの向上”や“持続

可能で魅力的な地域・まちづくり”が重要な課題となっています。 

少子高齢化が進むなか、高齢者が元気に社会参加でき、子どもたちが安心・安全に暮ら

せる環境をつくっていくことが大切です。 

そのためには、通勤・通学・通院・買物等の日常生活を営むうえで、誰もが安心・安全

に移動できることが大きな目標となります。 

 

路線バスの再編と新たな交通システムを有機的に組み合わせ、川俣町の特性に合った持

続可能な交通体系を構築していくとともに、高齢者福祉対策や中心市街地の活性化などの

様々な施策を町民との協働で展開し、新たな生活交通を創出していきます。 

 

 

【生活交通計画の目標】 

 

１．生活交通空白（不便）地帯の解消 

バス停から遠いなどの理由で生活交通を利用できなかった地域住民も利用で

きるようになることで、移動の利便性を高めることができます。また、高齢

者の免許返納の促進、家族等の送迎の負担の低減が期待されます。 

 

２．行政運営の効率化 

厳しい財政状況のなか、地域の実情に合った生活交通体系を確立することで、

行政運営の効率化を図ることができます。また、長期的に町の行政負担を抑

制していくことが期待されます。 
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生活交通計画の実施について、その効果を検証するための評価指標を以下のように設定

します。 

 

【達成度評価指標】 

 

【目標１】 生活交通空白（不便）地帯の解消 

【指標】 生活交通のカバー率の向上 

【現行】84.9％ 

（バスカバー率：人口ベース） 

【目標】生活交通のカバー率を 90％以上に拡大 

【指標】 生活交通に関する町民満足度の向上 

【現行】バスの満足度（14.9％）、タクシーの満足度（17.7％） 

（H20 度町民アンケート：生活交通利用対象者個人調査） 

【目標】利用者の 5 割以上が「以前より便利」と評価 

  

 

【目標２】 行政運営の効率化 

【指標】 行政負担の抑制 

【現行】路線バス運行維持経費（平成 20 年度実績額） 

【目標】行政負担額を現状より縮減 
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５－４ 計画の推進 

生活交通計画の実施については、計画の進行管理や評価を行い、適宜改善を図りながら、

町民・地域・事業者と協働で誰もが利用しやすい生活交通システムづくりに取り組んでい

きます。 

 
 

計画（Ｐlan） 

住民・利用者の意見を反

映し計画を策定する。 

 

→ 

 

実行（Ｄo） 

計画に基づき運行実験を

実施する。 

↑ 【計画の管理】 ↓ 

改善（Ａction） 
評価に応じて、運行計画

の見直し・改善を行う。 

 

← 

 

評価（Ｃheck） 
課題を踏まえ適宜計画を

評価する。  

【計画推進のためのサイクル】 

 




